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鎌 を 研 ぐ
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杉本 研士
鎌 を 片 手 に 持 ち、刃
の切り口をまっすぐに
目に向け、上から見下
ろす。切れる刃は髪の
毛よりも細く、黒く、
背景に吸い込まれるよ
うに溶け込んでいる。
荒れた刃は、シラミの
卵が浅く深く産み付け
られたらこうもありな
んというふうに、チカ
チカとしたものが鎖の
ように連なって見え
る。刃こぼれが光るの
である。太陽の光を斜めに当ててみると、さらにはっ
きりする。
それらを研いでいるうちに、だんだんに手間の予測
が立てられるようになってくる。｢この鎌は、荒砥の
往 復 120 回、中 砥 の 往 復 180 回、仕 上 砥 の 往 復 80
回。･･･これは上手に扱われているので、荒砥は不
要。中砥130回、仕上砥70回･･･｣。予測した作業で美
しい刃が再生されると、してやったりという満足感は
とても大きい。しかし、そうは参らないことが実は多
く、修正を重ねなければならないから、経験と腕が磨
かれることになる。｢おや、またお前か。よく働いて
きたかい｣というふうに、一本一本の個性と馴染むこ
とがだんだんに増えてきて、これも不思議に楽しいも
のである。
どんな作業にも必ず面白味を見い出すことができる
ものだ。水を扱うから、寒い時期には辛いものになる
けれども・・・・。
私の知るかぎり、｢倉沢里山を愛する会｣には、５1丁
の普通の鎌と５丁の大鎌がある。あ
と、鋸のような刃の付いた特殊な小
鎌もあるが、これは研ぐことができ
ないから数えたことがない。
☆会の鎌は杉本さんが毎回丁寧に研い
で下さっています。ありがとうござ
います!! 土に当てないようにして
大切に扱いましょう。(事務局)
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初めての里山、畑
石黒 修
明けましておめでとうございます。入会７ヶ月の新
入会員です。今年もよろしくお願いします。
昨年の８月で会社勤めを引退するにあたり、家族に
何かやらないと早く惚けると半ば脅され、新潟県村上
市の米農家で育った家内（畑は未経験とのこと）の勧
めもあり畑でもやってみようかと考えていたところ、
家内の友人でありアリスの丘で畑をやっておられた三
木さんご夫妻よりのご紹介を受けました。昨年６月に
取りあえず見学をと現地に行った処、ちょうど畑に居
られた田村ご夫妻に「倉沢里山を愛する会」と「アリ
スの丘ファーム」の説明と共に、まるで不動産屋のよ
うに今がチャンスとばかりに入会を勧められ、その場
で夫婦二人で入会しました。
生まれ育った場所の環境もあり、これまでは里山に
対する知識はおろか意識も殆んどなく、畑作業も全く
初めての挑戦となりましたが、未経験のまゝ他の方々
の畑を参考にしながら、見よう見まねで植えた野菜を
初めて収穫した時はなかなかの感動ものでした。
里山で採れた栗、ゆず、他の方々の作られた野菜を
分けて頂いたり、未熟ながらも自分達で作った採れた
て野菜の美味しさを家族で味わい、良い会に入会出来
たと喜んでいます。
また、里山を守るとはどう云うことかも分からず、
毎月の活動に参加させて頂き、絶滅種の保護や広い場
所の草刈り、倒木や落ち葉の整理等の作業を通し、会
員の皆さんの「我々が里山の自然を守るんだ」という
熱意を強く感じ、微力ながらも里山の環境づくりに寄
与したく思うようになりました。私自身はリタイヤし
たばかりであり、会の中では若手グループに入るとの
ことですので、作業終了後の「おいしいもの」を楽し
みに、出来る限り里山の保全のため参加を続けたいと
思っています。
昨年の畑の作付けは、きゅうり、なす、おくら、し
し と う、枝豆、白 菜、大根、小松 菜、みず な、トマ
ト・・・と、最初は失敗はあたり前、何でもやってみ
よう、と手当たりしだいに植えてみました。トマトは
肥料の問題なのか実を付ける時期が大幅にずれ１１月
頃になっても青いまゝとか、枝豆は形は出来ているの
に中身が空っぽ等、失敗も多々あり、全てが収穫でき
たわけではありませんが、自分達の食べるものを自分
達で作るという楽しみを初めて経験した半年余でし
た。
今後も畑の作付けはまだまだ経験不足ですので、し
ばらくの間はト
マトや枝豆等失
敗した野菜の再
挑戦をはじめ、
「手当たりしだ
い」を続けよう
と思っていま
す。
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40年百草に棲み続けて
星 敏彦
1971年夏、デベロッパー
が準備した見学バスに乗
り、新しい分譲地を見るた
め、はるばる川崎から当地
にやって来た。その時の休
憩所が、百草園松蓮寺で、
名物の甘酒を飲み、素晴ら
しい自然に見とれた結果、
物件の良否よりも、この環
境の素晴らしさに惚れ込ん
でこの地に棲みつくことに
決めてしまった。
住んでみると本当に素晴らしく、「親が無くても子
は育つ」と言うが、豊かな自然が子供達を育み、チョ
ウや蝉、カブトムシなどは言うに及ばず、蛙や、蛇ま
で捕ってきては母親に差し出し、「叫声」を聞くのを
楽しみにする始末。秋には、百草園の落ち葉焚きで、
黒焦げの焼き芋をフウフウ言いながら食べたり、近所
の畑の柿や栗を拝借したりして、逞しく育って行っ
た。更には高尾の山々、陣馬や景信を駈け回った。今
やこの高尾山地区は、ミシュランガイドで、三つ星に
ランク、京都や富士山と並んでみんなに愛される様に
なって久しい。
時は過ぎ、バブルでこの豊かな自然の破壊が懸念さ
れるようになった2000年に「倉沢里山を愛する会」が
設立され、関係者の絶大なる努力と市の協力を得て、
全国に先駆けた自然を保全する活動が開始した。その
経過は、１０周年を機に作成された記念誌「緑の風は
永遠に」が詳しい。
私は、2010年の５月から始まった日野市の市民環境
大学で、環境の啓蒙を受けた。生まれが農家で、百姓
として生涯現役を貫いた親父の生き様をつぶさに見て
いた私が、本会に入会したのは、言わば自然の成り行
きだった。
環境大学の卒業の日の感想文で、「科学技術の発展
が、地球資源を使い尽くし、汚染により生物の生存を
危うくしている実態に、技術をやって来た者として無
力感を味わった。この悲壮感を払拭するために、先端
科学技術の発表会などに参加するようになった。例え
ば、ノーベル賞の根岸さんの話を聞くと、『環境を壊
したのも、直すのも化学であり科学だ。』と言う。更
に、『化学者として恥ずべき問題は、植物がやってい
る光合成を、人工的に出来ていない事だ。』とも。社
会は、二酸化炭素の削減は早晩実現できる。いつこの
様な時代になるかは判らないが、希望があるのであれ
ば、現状の苦労は厭うべきでない、と感じた。」と私
は書いた。
この秋からアリスの丘の畑のひと区画を借り、土い
じりを始めた。未だ何も植えていないのに、周りの方
達からの頂き物で、家に帰るときは、一人前の百姓の
様に、沢山の野菜を持って帰っている。
暖かい素晴らしい人の輪！ 倉沢里山に心から乾杯
しよう！
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「アリスの丘」との出会い
時晨生(じ・しんせい)・郝燕書(かく・えんしょ)
１年ほど前のある日、我々夫婦は住まいの周辺を散策
していた。森中の小道に沿ってちょっと進むと、美しい
丘が目についた。丘の上に、咲いている花とうたってい
る小鳥のほかに、一面の緑の野菜の葉っぱと各種の色の
鮮やかな果実が点在していた。本当に美しい田園風景
だった。
この美景に酔った我々はしばらく丘の上に佇んでい
た。その時、我々は菜園で働いていた２人に出会った。
私達は思わず「こんにちは、この丘はなんという名前で
すか」と声をかけ、「アリスの丘です」と童話のような
名前を耳にした。「どのようにしてアリスの丘の菜園を
借りられますか」と聞いたら、「倉沢里山を愛する会に
参加すれば、順番待ちで菜園を借りられますよ」と答え
は返ってきた。この２人は同会のメンバーで、中には事
務局のはる子さんもいた。お２人は里山の保護、住民の
交流、健康野菜の栽培等、会の趣旨を親切に教えてくれ
た。話を聞いた我々夫婦はこれが「天賜
良機」（神様から賜った良いチャンス）
だと思い、その場で入会を決め、会員と
なった。
我々夫婦は、20数年前に北京から日本
に留学し、卒業後日本で就職した。
我々は休日になると山に登ったり、海
水浴をしたり、お花見をしたり、スキー

粒粒 皆辛苦なるを
張

承建(ちょう・しょうけん)

昨年２月入会させていただき、
“一年生”の張と申します。あっ
という間に、新年になりました。
この１年を振り向いて見ると一番
強く印象に残るのは活動の一環で
あり菜園のことです。
私は情報処理関係の仕事に従事し
て、平日はオフィスの中、毎日パ
ソ コ ン の 前 で 長 時 間 を 過ご す オ
フィスワーカーです。休みの日は
仕事とまったく関係のないことを
やって、頭と体をリフレッシュさせしたいと思って、菜
園を始めました。
借りた土地はもともとブラックベリー畑でした。開拓
前に何年間も手入れしていないようで、雑草、笹、竹の
“楽園”になっていました。菜園を作る前にこれらを除
去しなければなりません。地上の部分を取り除くのは草
刈作業とほぼ同じ、なんとかクリアできましたが、畑を
作るため、土を掘る作業は予想以上大変な重労働でし
た。笹、竹の根っこは丈夫で、お互い絡んで、鍬などの
工具の歯が立たないほど硬いので、作業は難航でした。
結局、やれるところまでやって秋までお預け・・・。機
械のない時代の人は本当に苦労したねと改めて感じまし
た。いよいよ春になって、天候もよく作業は種蒔きなど
軽い作業に切り替えして楽しい毎日でした。ただこれは
長く続きませんでした。菜園の経験のある方はご存知と
思いますが、夏になると虫と暑さがやってくるんです。
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に行ったりして大自然を満喫した。住まいも最初の都心
から、四季の彩りの百草園に魅了され、この地に引っ越
してきた。
我々は家庭菜園に大変興味を持ち、一度日野市から市
民菜園を借り野菜を栽培し、その成長の具合の観察を楽
しんでいた。しかし、市民菜園は２年間限定で、期間が
短いという欠点があった。
こうした中に「アリスの丘」に出会い新しい天地を発
見した。百草谷戸地区で新しい未開墾土地を借りた私た
ちは、雑草、笹、竹を切り、根っこを掘って、土づくり
等を行い、そして種まき、水やり、虫取り、収穫等、一
連の面白いプロセスを味わった。
それだけではない。入会してから、楽しいことがいっ
ぱい増えた。早起きしてほかの会員さんと一緒にハイキ
ングし、歩きながらお花や小鳥に関する知識、日本の社
会、習慣や風土、歴史等いろいろ語ってくれた。会員仲
間の紹介で草笛会にも参加した。また、雑草を刈った
り、落ち葉を掃いたり、腐葉土を作ったり、丸太橋の補
強などのボランティア活動に参加し、菜園の健康野菜を
生かした美味しい料理をいただくことも何とも言えない
幸せな気持ちがいっぱい湧いた。
アリスの丘＝倉沢里山を愛する会の皆様
と出会ってから、毎日充実に感じ、心が
豊かになった。会員の皆様に心から感謝
し、これからアリスの丘を愛する仲間と
して皆様と共に楽しい人生を過ごしたい
と願っている。(左：時さん、右：郝さん)

蚊はヘリコプターの ように攻撃してくるんです。虫除

けは多少効きますが、汗で流されるため長く効きませ
ん。完全装備なら暑いし、まさにサウナのような感じ
でした。
さらにもうひとつ苦労なことは、せっかく育てた野
菜を私より先に食べたやつがいる、それは虫です。
ここまで、苦労なことをいっぱい書きましたが、虫
がやってくる時期、楽しい収穫時期も始まります。自
分で育てた完全無農薬、有機野菜を食べるのは何より
うれしいことです。スーパーのものと比べ、見た目は
よくなかったが、味は絶対勝つ自信があります。これ
で家族の中の話題が増え、友達を呼んでホームパー
ティを作るきっかけにもなります。まさに一石二鳥で
す。苦労して育てた野菜を食べる時、よく思い出した
のは漢詩“農を憫む”の詩でした。
禾(か)を鋤いて 日午に当たる
汗禾下の土に滴る
誰か知らん 盤中の餐(そん)
粒粒 皆辛苦なるを
稲の畑を鋤いていると、陽は真上にのぼる
汗は 稲の根もとの土に滴りおちる
茶碗の中のご飯の一粒一粒すべてが、この労苦の結実
であることを（為政者の）誰が知っているだろう

確か小学校一年生の時習った漢詩でした。当時はあ
まり実感がなかったですが、でも今は“先人よ、本当
に同感だ”と言いたかったです。
最後に、みなさんと出会えたことをとてもうれしく
思っております。更にみなさんとともに自然に触れる
機会を多くもつことができ感謝しています。
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新米の草刈り体験

10～12月の主な活動記録
10/5(金)

横田 百代
昨年の春から会員の仲間入り。
いつからか里山の話を小耳にはさ
むようになった。
いろいろ聞きなれない植物の名前
や、畑の野菜たちの話しが楽しげ
に語られ気になっていたが、誘っ
て頂いたのを機に会員の仲間入り
をさせて頂いた。
初めのうちは保護植物のマークつ
けに参加していたが、11月、初め
ての草刈り・落ち枝片付け活動に
参 加。「マァ、行ってごらんな さ
い・・・」と意味深？な助言を受け（確かに草刈鎌を
持ったのは数える程度で自信は無いが・・・）、邪魔
になりはしないかと心配し、恐る恐る参加した。
まずは、作業がスムーズに進むように落ち枝の片付
け開始。並行して緑地のあちこちで草刈り機が動き出
す。私も枝運びから、見よう見まねで草刈り鎌と取り
組んだ。保護植物の周りは特に気をつけて草を刈った
り、斜面での作業は安定が悪く植物の上に尻餅をつき
そうになったりと結構気を使う作業だ。でも、なんと
か今日の活動について行けそうと安堵する。
「終了」の合図で振り返れば、斜面はスッキリと気
持ち良く、寒かった朝も心地よい汗にかわり、草の香
りや落ち葉の踏み音・木漏れ日のやさしい日差し・
木々をわたってくる空気のすがすがしさが、心地よい
気分にしてくれた。また、作業後に頂いたマフィンの
甘さが一気に疲れを癒してくれた。ご馳走様！
この作業もいろいろな方々に支えられていると感じ
る。拝借した草刈り鎌はきれいに研がれ、大事に使う
ためのメッセージが貼られていた。鎌の扱いはまだお
ぼつかないが、道具の使い方をひとつ教えて頂いた。
植物もいろいろ知りたくて、保護植物のマーク付け
には何回か参加しているが、植物は見つけにくく名前
もなかなか覚えられないでいる。次の作業工程に生か
せるように、先輩方についてこれからも楽しみながら
参加させて頂こうと思っている。
こんなに身近な所に、手入れを続けられた素晴らし
い里山の緑地があることに感謝！

真堂が谷戸とひの緑のトラスト
2009(H21)年に倉沢地区の東端の「真堂が谷戸」(仁王
塚南緑地)の市有化を後押しするため市内の市民団体に
よって「ひの緑のトラスト」が発足しましたが、現在約
215万円の募金が集まっています。国と日野市との交渉
は価格面でまだ折り合っていませんが、方向としては日
野市が国から買い受ける前提で動いています。この緑地
は当時から「真堂が谷戸蛍の会」が着実に維持管理をし
ています。日野市内には保全すべき緑地がここ以外にも
いくつもありますので、基金はまだまだ大きくしていく
必要があります。会員の皆様にはご協力を頂いておりま
すが、更に息の長いご支援をお願いします。(事務局)
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草刈り前の保護植物マーク付け(6名参加)

10/8( 日 ) 長 久 保・万 蔵 院 台 緑 地 ・タ ラ の 丘 草 刈
り、クズフジ処理他（冬瓜スープ他）(55名参加)
10/29(月)

日野市50年ビジョン意見交換会(市役所)

10/31(水)

バザーの商品整理・値付け作業(9名参加)

11/1(木)

草刈り前の保護植物マーク付け(6名参加)

11/3(土) 第1・第2・万蔵院台他草刈り、堆肥床更新
他。芋煮会と被災地支援バザー（計77名）
11/19(月)

草刈り前の保護植物マーク付け(8名参加)

11/21(水)

北緑地とアリスの丘草刈り(36名参加)

11/22(木)

みどりのトラスト会議(環境情報センター)

12/6(木)

保護植物マーク付け、竹林整備(8名参加)

12/8(土) ひなた緑地草刈り、万蔵院台落ち葉掃き他
（けんちん汁他）(49名参加)
12/9(日)

幹事会（真慈悲寺調査センター）

12/19(水) 万蔵院台緑地笹刈り・長久保緑地 ・第1
緑地落ち葉掃き他（おやつ）(27名参加)

１～３月の主な活動予定
各回の持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、Ｍｙ食器等
各回とも１０：００ 炭焼小屋広場集合 雨天時翌日
（緑地の状況により内容を変更する場合があります）
1月16日(水) 9:00～ 高木の伐採・剪定他(日野市緑と清
流課と協働)
1月19日(土) 伐採木の玉切り・片付け・果樹の剪定他
（熱々甘酒）
2月10日(日)

万蔵院台・第２緑地落葉掃き他(お汁粉)

2月21日(木)

第１緑地杭打ち・落ち葉掃き他（おやつ）

3月20日(水祝) 万蔵院台・第１・第２緑地落ち葉掃き、
その他（カレースープ）
※ 年間の参加回数は、２月～翌１月でカウントします。
予めご了承お願いします。

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら

☆☆☆☆☆

☆あけましておめでとうございます。旧年中はご支
援・ご協力ありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
☆ 11 月 3 日に開催した被災地支援バザーでは９万円あ
まりの収益金がありました。倉沢里山を愛する会とし
て福島県大熊町の災害対策本部に送金しました。商品
を提供して下さった方、買って頂いた方、値付け等の
準備をお手伝い頂いた方、カンパを寄せて下さった
方、皆様にお礼申し上げます。
☆「粒々辛苦」の出典を初めて知りました。時・郝さ
んご夫妻と張さんの入会で、倉沢里山を愛する会もイ
ンターナショナルになりました。私たちのような草の
根での人と人の交流が、国家間の軋轢を超えて、環境
保全や友好・平和の礎となるのは嬉しいことです。
☆４月からの新年度のご案内を２月中旬頃にお届けす
る予定です。ファームその他についてご希望等があれ
ば、早めに事務局までご連絡ください。

